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新潟市 ③ 埋蔵文化財講座
講話、見学、体験学習をとおして埋蔵文化財及びその保護に関する理解
と関心を高めます。

11月11日
新潟県埋蔵文化財
センター

新潟県教育委員会 無料 http://www.pref.niigata.lg.jp/bunkagyosei/

新潟市 ①② 新潟県立文書館特別企画展
所蔵資料の中から、近世の越後国絵図や越後・佐渡各地の村絵図など
を展示し、地域の歴史を探究します。

11月1日～6日
新潟県立文書館閲
覧室

新潟県立文書館 無料 http://www.archives.pref.niigata.jp/

新潟市 ①②
第２回文書館講座(特別企画展記
念講演会)

国立歴史民俗博物館の高橋一樹准教授による「絵地図から歴史を読み
解く」をテーマとした講演会です。

10月22日
新潟県立文書館
ホール

新潟県立文書館 無料 http://www.archives.pref.niigata.jp/

新潟市 ③ クレーとカンディンスキーの時代
20世紀前半の美術に重要な貢献をした二人の偉大な画家の作品を中心
に、19世紀末から20世紀前半にかけてのドイツ語圏の美術の諸動向を紹
介します。

10月22日～12月11
日

新潟県立万代島美
術館

新潟県立万代島美術館 http://www.lalanet.gr.jp/banbi/

新潟市 ③
秋の読書週間記念講演会『「坂の
上の雲」と明治の日本』

大東文化大学名誉教授・和田守氏が、司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」
に登場する人物や明治の日本について、講演を行います。

11月5日
新潟県立図書館
ホール

新潟県立図書館 無料 025-284-6001

新潟市 ③ 開館記念日無料入館
開館記念日の記念行事として新潟県立自然科学館の入館料を無料とし
ます。

11月1日
新潟県立自然科学
館

新潟県立自然科学館 無料 http://www.sciencemuseum.jp/niigata/

新潟市 ③ 蒔絵師 柴田是真(しばたぜしん)展
幕末・明治の画家であり、蒔絵工でもある柴田是真（しばたぜしん）の画・
屏風・蒔絵（盆・肴台）など約15点を展示します。

8月3日～11月30日 北方文化博物館 北方文化博物館 http://hoppou-bunka.com/

新潟市 ③ 現代絵画と白磁展
昭和の石油王といわれた新津恒吉が昭和13年に建てた西洋館の鑑賞、
庭園の散策とともに、館内で丸山正三等の作品を展示します。.

9月1日～11月23日 新津記念館 新津記念館 http://www.marushin-group.co.jp/kinenkan.htm

新潟市 ③
20世紀美術　冒険と創造の時代
～ピカソ　ミロ　そしてウォーホル
が駆け抜けた時代を見る～

本展覧会は、富山県立近代美術館の所蔵品を中心に、20世紀の西洋美
術の多様な展開を紹介します。

9月3日～10月23日 新潟市美術館 新潟市美術館 http://www.ncam.jp

新潟市 ③ 近代作家の書画展
北方文化博物館により親しんでもらうために、北方文化博物館が所蔵す
る作品を公開します。.

10月1日～12月20日 北方文化博物館 北方文化博物館 http://hoppou-bunka.com/

新潟市 ③
新潟・西蒲原ゆかりの画家「尾竹
三兄弟・安宅安五郎と学芸諸家」
展

西蒲原における安宅安五郎の足跡、紹介とともに、交流のあった尾竹三
兄弟や武者小路実篤、會津八一などの作品も展示します。.

10月7日～11月6日
新潟市潟東歴史民
俗資料館・樋口記
念美術館

新潟市潟東ゆう学館 http://niigata-bunka.com/event/?p=1193

新潟市 ③ 花鳥の名画と工芸展
日本画と洋画の花鳥の名画を中心に、花鳥図をモチーフにした陶芸や漆
芸などの作品約35点を展示します。

10月11日～12月17
日

敦井美術館 敦井美術館 http://www.tsurui.co.jp/museum

新潟市 ③
浜田泰介　四国八十八ヶ所を歩く
（前期）

浜田氏の独特な手法で描く水彩画は、濃淡と遠近のバランスが絶妙で、
見ごたえある作品群です。.

10月11日～11月15
日

知足美術館 知足美術館 http://chisoku.jp/

新潟市 ③
金田明夫の絵本ひとり語り　あらし
のよるに

　1作の予定が好評の為、次々と続編が書かれてきた「あらしのよるに」。
音楽と朗読、巧みに構成された舞台です。.

11月20日
新潟市北区文化会
館

新潟市北区文化会館 http://www.kitaku-bunkakaikan.com/kaikan_zisyuzigyou.html

新潟市 ③ あとは野となれ　山となれ
活躍する竹下景子と、宇梶剛士と現代演劇界の旗手水谷龍二、文学座
のホープ高瀬久男ががっちりスクラムを組んだ人情喜劇です。

10月19日
新潟市北区文化会
館

新潟市北区文化会館 http://www.kitaku-bunkakaikan.com/kaikan_zisyuzigyou.html

新潟市
①②
③

第21回博物館まつり
見る・聞く・触れるなどの体験・実演コーナーを設置し、地域の伝統文化を
学びます。.

11月3日
新潟市北区郷土博
物館

新潟市北区郷土博物館 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=339#more-339

新潟市 ③ 第8回伝統工芸作家展　公募展
日本工芸会東日本支部新潟研究会に所属する県内在住の工芸作家によ
る展覧会です。一般公募も行います。　.

10月30日～11月23
日

雪梁舎美術館 雪梁舎美術館 http://www.komeri.bit.or.jp/setsuryosha/

新潟市 ③
浜田泰介　四国八十八ヶ所を歩く
（後期）

前期展では第1番から44番札所を展示しましたが、後期は第45番「海岸山
岩屋寺」から第88番札所「医王山大窪寺」までを展示します。

11月17日～12月28
日

知足美術館 知足美術館 http://chisoku.jp/

新潟市 ③ 2011　ふれ愛の集い
障害のある方々が日頃から取り組んでいる芸術文化活動の成果を発表
します。

11月19日～27日 新潟ふれ愛プラザ 新潟県障害者交流センター 無料 http://n-fureaiplaza.com/index_wp.php/

新潟市 ③ 伊東家明治の絵葉書展
1200点にも及ぶ絵葉書資料の中から、およそ180点をセレクトし立体展示
するほか、当時の関係者の写真やポスター状に引き伸ばした画像を展示
します。

11月1日～29日 北方文化博物館 北方文化博物館 http://hoppou-bunka.com/

新潟市 ①③ 第40回新潟県芸術美術展「芸展」
日本画・洋画・彫刻・工芸・書道の５部門。新潟県美術家連盟による展覧
会です。

①11月5日～11日,
②11月13日～20日

新潟県民会館ギャ
ラリー、りゅーとぴあ
ギャラリー（①のみ）

新潟県美術家連盟、新潟日
報社

http://niigata-bunka.com/event/?p=588

新潟市 ③ 新潟室内合奏団　第62回演奏会 新潟室内合奏団の日頃の練習の成果を披露する演奏会です。 11月12日
新潟市民芸術文化
会館

新潟室内合奏団 http://www.rose.ne.jp/~nce/

新潟市 ①③
新潟文化祭2011「文化セミナー＆
ワークショップ」

新潟の文化や言葉に関する話を通して、新潟文化の面白さを紹介するセ
ミナーです。

11月12日,20日,23日
燕喜館、砂丘館、旧
小澤家住宅

新潟県 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=872

新潟市 ④
新潟大学・新潟大学全学同窓会
交流会及び記念講演会

新潟大学大学院医歯学総合研究科予防医療学分野教授　岡田正彦氏を
迎えての講演会を行う。

10月22日
ANAクラウンプラザ
ホテル新潟

新潟大学 無料 http://www.niigata-u.ac.jp/index.html

新潟市 ③
新潟大学学友会落語研究部によ
る寄席

一般市民を対象に落語を披露し，学生と市民との交流を行う。 11月6日
新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学駅南キャンパス「と
きめいと」

無料 http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/

新潟市 ②③
新潟大学教育学部附属学校生
徒・児童の作品展示

附属学校生徒・児童の作品や附属学校の研究成果などを展示し，一般市
民へ紹介する。

11月12日～20日
新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学駅南キャンパス「と
きめいと」

無料 http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/

新潟市 ①
公開講座「視覚障がい者のため
のパソコン秋季講習」

音声ソフトウェアを用いた視覚障がい者向けパソコン教室を開催します。 10月7日～12月9日
新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟市 ① 公開講座「脳卒中－温故知新－」 脳卒中について、最新の知見を踏まえて分かりやすく解説します。 10月7日～11月18日
新潟大学脳研究所
附属統合脳機能研
究センター

新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp/

新潟市 ①
公開講座「新潟県における水と土
の汚染を考える」

これまでの研究を基に、水と土の汚染の現状・問題点を説明し、解決法を
考えます。

10月8日～12月3日
新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp/

新潟市 ①
公開講座「バイオマスの生産と利
用－循環型社会および低炭素社
会の実現に向けて－」

循環型社会の創成にむけて、農業分野で取り組んでいかなければならな
い課題について解説します。

10月8日～11月19日
新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp/

新潟市 ①
公開講座「健康と医療を支える検
査技術～臨床検査からみえる病
気と健康～」

臨床検査で用いられる技術やその手法を紹介し、検査結果がどのように
役立つのか、具体的な病気や身体の変化を例に解説します。

10月17日～11月28
日

新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp/

新潟市 ①
公開講座「第７回ペーパークラフト
で広がる算数・数学の世界」

いろいろなポップアップカードを作ることによって、物作りや算数・数学の
楽しさを感じてもらいます。

10月22日～11月6日
新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp/

新潟市 ① 公開講座「海の環境を科学する」
海という環境を理解することを目的として、理学の多角的な視点から、海
の環境や今起きている問題などを解説します。

10月22日～11月26
日

新潟大学駅南キャ
ンパス「ときめいと」

新潟大学 http://www.niigata-u.ac.jp/

新潟市 ①
“ソフトな財＝経験”による若手人
材育成シンポジウム2011秋

博士人材のインターンシップ事業の理解促進を目的として，講演・パネル
ディスカッション等を行います。

11月10日 ホテル日航新潟 新潟大学 無料 http://www.ccr.niigata-u.ac.jp/internship/index.htm

新潟市 ① 子育て講座
新潟日報「assh」に掲載されている「子育て応援隊～つぼみのひろば～」
と連動し、子育て講座を全6回それぞれのテーマで開催

11月19日
新潟青陵大学・短
期大学部

新潟青陵大学・短期大学部 無料 ex@n-seiryo.ac.jp

新潟市 ① 2011年度後期公開講座
パソコン　オープンソースソフトRでデータ解析を行う-Rを2群の平均値の
差の検定や一元配置分散分析のためのほか塗り分け地図作成などの図

10月29日
新潟青陵大学・短
期大学部

新潟青陵大学・短期大学部 無料 ex@n-seiryo.ac.jp

新潟市 ① 2011年度後期公開講座
日本酒ナビゲータ認定講座　お酒がもっと楽しくなる!-新潟にとって重要な
観光資源の一つであり日本酒の基本的な部分を楽しみ学ぶ。

10月29日
新潟青陵大学・短
期大学部

新潟青陵大学・短期大学部 無料 ex@n-seiryo.ac.jp

新潟市 ① 2012年度後期公開講座
趣味・教養　シューベルトを味わう!第4弾～「菩提樹」を歌ってやよう～-お
話と歌を聴いてシューベルトになった気分で楽しむ。

11月3日
新潟青陵大学・短
期大学部

新潟青陵大学・短期大学部 無料 ex@n-seiryo.ac.jp

新潟市 ① 2013年度後期公開講座
パソコン　お気に入り写真をプロデュース-作品の製作を通して、画像編
集ソフトの操作方法や活用方法を身に付ける。

11月19日
新潟青陵大学・短
期大学部

新潟青陵大学・短期大学部 無料 ex@n-seiryo.ac.jp

新潟市 ① 2013年度後期公開講座
英語で親しむ絵本の世界-お子さん、お孫さんに英語の絵本を読んであ
げて自信を持って読み聞かせが出来るよう指導する。

11月19日
新潟青陵大学・短
期大学部

新潟青陵大学・短期大学部 無料 ex@n-seiryo.ac.jp

新潟市 ① 2014年度後期公開講座
老人介護文学(映画)でみる淴け痴呆・認知症ケアの歴史-老い・家族・認
知症はどのように語られてきたかを展開してみる。

11月19日
新潟青陵大学・短
期大学部

新潟青陵大学・短期大学部 無料 ex@n-seiryo.ac.jp

新潟市 ① 明日へのテクノロジーセミナー
トヨタ・ダイハツからの講師による、一般市民を対象とした「自動車の省エ
ネ技術」に関する技術講演会です。

11月12日 新潟工業短期大学 新潟工業短期大学 無料 http://www.niigata-ct.ac.jp/public/index.html 要申込み

新潟市 ① にいがた市民大学
市民の高度で専門的な学習要求に応え，多様な分野の専門的な知識を
得てもらうため，６講座（全１０回の講義形式）を開設します。

10月5日～平成24年
3月19日

新潟市
生涯学習
センター

新潟市
生涯学習
センター

http://www.city.niigata.jp/info/crosspal/shimin/index.html

新潟市 ① おはよう朝ごはん料理講習会

子どもたちの望ましい基本的生活習慣の育成と，地域・家庭の教育力を
支える機運を高めるため，地域コミュニティ協議会と協働で，調理実習とミ
ニ講話をセットで実施。各地域の公民館と食生活改善推進委員との協力
で，地域住民を対象に実施。

11月5日 牡丹山小学校 新潟市生涯学習センター 無料 新潟市生涯学習センター学習支援係（025-224-2088）

※年間を通じて，
市内各地域コミュ
ニティ協議会から
参加を募って実
施。今回の調査
期間内では左記
のみ該当。

新潟市 ① 中地区公民館文化祭 　作品展示・お茶席 11月5日,6日
新潟市
中地区公民館

中地区公民館使用団体連絡
協議会
新潟市中地区公民館

新潟市中地区公民館  025-250-2910

新潟市 ① 文化祭 公民館定期使用団体による作品展示，芸能発表会を行います。 10月21日～23日 中央公民館
中央公民館定期使用団体連
絡協議会

無料
中央公民館
025-224-2088

新潟市 ①
父親学級　公開講座
「パパが作る！子どものやる気」

上越教育大学赤坂准教授を迎え，子育てや父親の育児参画についてお
話していただきます。

11月2日 新潟小学校 中央公民館 無料
中央公民館
025-224-2088

新潟市 ③ 秋葉区美術展覧会 区民の創造作品の発表 10月22日～30日 新津美術館 新潟市秋葉区 無料 新津地区公民館　　　0250-22-9666

新潟市 ③ 小須戸地区文化祭 絵画，書道，写真等の作品展示 11月5日,6日 小須戸地区公民館 小須戸地区公民館 無料 電話０２５０－３８－２２３４

新潟市 ③ 小須戸地区芸能祭 歌，踊り，演奏等の発表会 11月13日 小須戸地区公民館 小須戸地区公民館 無料 電話０２５０－３８－２２３４

新潟市 ➀➂ 西地区公民館文化祭 作品展示、芸能発表会、バザー、自主行事 10月15日～27日
新潟市西地区公民
館

西地区公民館文化祭実行委
員会

新潟市　西地区公民館
025-261-0031

新潟市 ①③ 小針青山公民館文化祭 公民館利用団体による作品展示、公開レッスン、芸能発表会、お茶会 10月12日～16日 小針青山公民館
小針青山公民館文化祭実行
委員会

新潟市小針青山公民館　０２５－２３０－１０７１

新潟市 ① 講演会
干拓で消えた新潟市西蒲区の鎧潟について旧吉田町公民館長が紙芝居
を用いての講演

10月17日
新潟市
巻地区公民館

新潟市
巻地区公民館

無料
新潟市　巻地区公民館
0256-72-3329

新潟市 ①③ 巻地区文化祭 公民館利用団体（絵画・生花・盆栽等）18団体による発表会
10月22日～11月13

日の毎週土・日
新潟市
巻地区公民館

新潟市
巻地区公民館

無料
新潟市　巻地区公民館
0256-72-3329

西蒲区地域課か
らも報告済

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

新潟県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

新潟市 ①
中之口地区総合文化祭「中ノ口川
映画祭２０１１」

中之口先人館で顕彰している東映映画の創設者大川博氏の没後４０年
の節目に当たることから，この文化祭に合わた「中ノ口川映画祭２０１１」
映画の上映とポスター展

10月29日
新潟市中之口地区
公民館多目的ホー
ル

新潟市中之口地区公民館
新潟市　中之口地区公民館
025-375-5008

新潟市 ① 中之口地区総合文化祭作品展 公民館利用団体及び中之口芸術文化協会加入団体による作品発表会 10月29日～30日
新潟市中之口体育
館

新潟市中之口地区公民館 無料
新潟市　中之口地区公民館
025-375-5008

新潟市 ③
澤将監の館
茶会と伝統芸能鑑賞会

○茶会：中之口芸術文化協会加入団体の「中之口茶道会」及び「趣味の
会」によるそれぞれの流派別に２席
○伝統芸能鑑賞会：紙しばい「あったげな巻」　正調鈴おどり

11月3日
新潟市　澤将監の
館

新潟市　澤将監の館 新潟市　先人館　025-375-1112

新潟市 ① 河面元染物展 河面元と紺屋の会の染物作品展 10月8日～11月6日 新潟市　先人館 新潟市　 先人館 無料 新潟市　先人館 　025-375-1113

新潟市 ③ 大正琴演奏会 公民館利用団体である「大正琴の会」による発表会 11月6日
新潟市
巻文化会館

新潟市 無料
新潟市 巻文化会館
0256-73-2219

新潟市 ③ 詩吟発表会 公民館利用団体である「詩吟の会」による発表会 11月20日
新潟市
巻文化会館

新潟市 無料
新潟市 巻文化会館
0256-73-2219

新潟市 ③ 民謡・民舞の集い 公民館利用団体である「民謡会」「民舞の会」による発表会 11月23日
新潟市
巻文化会館

新潟市 無料
新潟市 巻文化会館
0256-73-2219

新潟市 ①
感謝と感動による地域づくり「やね
だん」に学ぶ地域づくり講演会

鹿児島県鹿屋市において自立した地域経営を実践する豊重哲郎氏を講
師に招き、地域づくりの講演会を行います。

10月22日 新潟ユニゾンプラザ 新潟市 無料
新潟市 市民生活部 コミュニティ支援課
025-226-1105

新潟市 ① 音楽親しむ夕べ 地元音楽家によるコンサート 10月30日
新潟市
岩室地区公民館
講堂

新潟市
岩室地区公民館

無料 http://www.city.niigata.jp/kouminkan/iwamuro_tiku/iwamuro_event.html

新潟市 ③ 岩室地区文化祭 岩室地区文化協会加入団体を中心とした作品展 11月1日～6日
新潟市
岩室地区公民館
講堂

岩室地区文化協会 無料 http://www.city.niigata.jp/kouminkan/iwamuro_tiku/iwamuro_event.html

新潟市 ③ 囲碁・将棋大会 岩室地区文化祭の中の行事として開催 11月6日
和納改善センター・
和納自治会館

囲碁・将棋クラブ http://www.city.niigata.jp/kouminkan/iwamuro_tiku/iwamuro_event.html

新潟市 ③ 21展 岩室絵画デッサン会を中心とした絵画展 11月9日～13日
新潟市
岩室地区公民館
講堂

岩室絵画デッサン会 無料 http://www.city.niigata.jp/kouminkan/iwamuro_tiku/iwamuro_event.html

新潟市 ③ 岩室茶会
岩室地区文化協会加入の茶道連盟がそれぞれの流派別に開催（宗偏・
裏千家・石州・おしのぎの四席）

11月20日
新潟市
岩室地区公民館
講堂

岩室茶道連盟 http://www.city.niigata.jp/kouminkan/iwamuro_tiku/iwamuro_event.html

新潟市 ①
昔の暮らし体験　薪割り，かまどで
ご飯炊き

市指定文化財の旧武田家住宅で，薪割りやかまどでご飯炊きの体験をお
こないます

11月13日
新潟市文化財セン
ター

新潟市文化財センター 無料 http://www.city.niigata.jp/info/maibun/
定員20名，要事
前申込（開催の
１ヵ月前から申込

新潟市 ①
ブックスタート開始記念事業「細谷
亮太講演会＆対談～小児科医と
しての絵本への思い～」

第1部は聖路加国際病院副院長の細谷亮太氏の講演，第2部は細谷氏と
絵本作家の黒井健氏による「子育てと絵本」についての対談です。（コー
ディネーターは篠田昭新潟市長）

10月10日
新潟市万代市民会
館

新潟市立中央図書館 無料
新潟市立中央図書館　サービス課サービス第１係
025-246-7700

新潟市 ① わらべうたであそぼう！
親子で一緒にわらべうたを楽しみます。
①10:20～11:00　3歳未満のお子さんと保護者
②11:20～12:00　3～5歳のお子さんと保護者

10月30日
新潟市立中央図書
館

新潟市立中央図書館 無料
新潟市立中央図書館　サービス課サービス第１係
025-246-7700

新潟市 ①
新潟ゆかりの文学「八一と奈良の
逸話，そして奈良」

新潟市ゆかりの歌人である會津八一と八一が愛した奈良にまつわるエピ
ソードを文芸評論家の若月忠信氏に語っていただきます。

11月12日
新潟市立中央図書
館

新潟市立中央図書館 無料
新潟市立中央図書館　サービス課サービス第2係
025-246-7700

新潟市 ① 秋のおはなし会 読み聞かせ・お話・わらべうたを楽しんでもらいます。 11月13日
新潟市立豊栄図書
館

新潟市立豊栄図書館 無料
新潟市立豊栄図書館
025－387-1123

新潟市 ① おさるのぼうしをつくろう 絵本『おさるのぼうしうり』に出てくる，おさるの帽子を作って飾ります。 10月27日～11月9日
新潟市立豊栄図書
館

新潟市立豊栄図書館 無料
新潟市立豊栄図書館
025－387-1123

新潟市 ① 雑誌等の市民還元
新津図書館で所蔵している雑誌で保存年限の切れたものや，寄贈してい
ただいたが受入れできなかった図書などを市民の皆様に提供します。

11月3日
新潟市立新津図書
館

新潟市立新津図書館 無料 新潟市立新津図書館　0250－22－0097

新潟市 ①
新潟市立潟東図書館開館10周年
記念「図書館まつり」

第1部は記念式典，講演会，第2部はフルートと箏によるコンサートを行い
ます。

10月30日
新潟市潟東ゆう学
館　2階　視聴覚室

第1部：新潟市立潟東図書館
第2部：潟東地域コミュニティ
協議会

新潟市立潟東図書館
0256-70-5141

第1部は無料
第2部は有料

新潟市 ①
第8回　　　　　　　　黒埼図書館ま
つり

古本市・おはなしマラソン（読み聞かせ・昔話・紙芝居・わらべうたなどを楽
しんでいただきます）

11月5日,6日
新潟市立　黒埼図
書館

新潟市立　黒埼図書館 無料
新潟市立　黒埼図書館
025-377-5300

新潟市 ②③ 第8回むかしのくらし展
衣類と衣に関わる道具の移り変わりをわかりやすく展示し，衣類からみた
昔と今の暮らしの違いを紹介します。

9月23日～12月18日
新潟市
歴史博物館

新潟市
歴史博物館

無料 http://www.nchm.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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新潟市 ③ (仮)新潟漆器展 明治から現代までの伝統工芸品である新潟漆器を展示します。
(仮)10月15日～11月

13日
新潟市文化財旧小
澤家住宅

新潟漆器組合
旧小澤家住宅

http://www.nchm.jp/ozawake/index.html

新潟市 ① 曽野木地区文化祭
曽野木地区の文化活動の発表の場として，また，地域の活性化を図り各
グループ間の交流を促し，地域における文化の向上を目指して開催しま
す。

10月15日,16日
新潟市
曽野木地区公民館

曽野木地区文化祭実行委員
会

新潟市 曽野木地区 公民館
025-280-6810

新潟市 ① 曽野木地区音楽芸能発表会
曽野木地区の文化活動の発表の場として，また，地域の活性化を図り各
グループ間の交流を促し，地域における文化の向上を目指して開催しま
す。

10月23日
新潟市
曽野木地区公民館

曽野木地区文化祭実行委員
会

新潟市 曽野木地区 公民館
025-280-6810

新潟市 ① 両川地区文化祭
両川地区内の芸術文化を愛好する団体が，日ごろの活動成果を地域に
公開発表し，心豊かな地域づくりに寄与するため，実行委員会を結成し，
事業を実施します。

11月1日～3日
新潟市
両川公民館

両川地区文化祭実行委員会 無料
新潟市 曽野木地区 公民館
025-280-6810

新潟市 ②
曽野木地区青少年健全育成推進
大会

青少年の健全育成のため，広く地域の啓発事業の一つとしてパネルディ
スカッションを主に開催します。

11月19日
新潟市
曽野木地区公民館

曽野木地区青少年育成協議
会

無料
新潟市 曽野木地区 公民館
025-280-6810

新潟市
①②
③

女性文化大学 きものショー 12月4日
新潟県立近代美術
館

財団法人民族衣裳文化普及
協会

無料
http://www.wagokoro.com
0120-029-315

新潟市 ①② 創作ゆかた親子文化教室 ゆかた創作と着付・服飾
10月23日～平成24

年2月19日
当財団新潟教室

財団法人民族衣裳文化普及
協会

無料
http://www.wagokoro.com
0120-029-315

全10回

新潟市等 ④ 新潟大学WeeK
大学祭や化学実験の開催及び学生作品の展示とうにより，地域の方々な
どに新潟大学を紹介する。

10月15日～23日を
中心とする期間

新潟大学等 新潟大学 無料 http://www.niigata-u.ac.jp/index.html
料金は一部有料
の場合有り。

長岡市 ①
平成23年度長岡市教育委員会表
彰式

長岡市の教育に関し、功績の著しい方を表彰します。 11月12日 長岡市消防庁舎
長岡市教育委員会教育総務
課

無料  長岡市教育委員会教育総務課電話：0258-39-2238

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「発見！江戸
の数学～和算の歴史～」

算額復元調査を通じて明らかにされた、江戸時代の数学－和算につい
て、長岡を舞台に考察します。

10月26日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「なるほど植物
学」

生態系にも触れながら、植物たちの工夫あふれる生き方を学びます。 10月19日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「野生動物の
ふしぎ」

最先端の工学技術を用いて明らかになった、ペンギンなどの野生生物の
驚くべき行動について学びます。

11月23日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「いい街の作り
方」

地方都市の中心市街地活性化には、どのようなメリットや課題があるの
か、都市計画の視点から考えます。

11月11日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「チラシを活用
した家電の選び方、使い方」

統一省エネラベル、消費電力など、家電選びのポイント、手持ちの家電の
効果的な使い方を学びます。

11月13日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「いい写真を撮
る極意」

いい写真とはなにか？気をつけるべき意外なポイントも含め、サンプル写
真を見ながら考察します。

10月27日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「スイスのイ
メージとデザイン戦略」

日用品のデザインと観光広告まで、スイスがどうやって自国をプロデュー
スしているかを考えます。

11月14日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなかカフェ講座「電気の力でく
るくるまわる、不思議なモーターを
作ってみよう」

小学校４～６年生を対象に、電気の力でくるくるまわる、不思議なモーター
を作ってみます。

11月12日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなか大学講座「災害における
人の力を考える」

全６回で構成され、災害に関するテーマにより講座を行います。(全６回の
うちの１回）

10月20日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなか大学講座「街の灯：照明
の魅力」

全５回で構成され、照明に関するテーマにより講座を行います。
10月16日,26日

11月2日,9日,16日

長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなか大学講座「キッズサイエン
ス　モーターで自由自在に動くロ
ボットを作ろう」

全３回で構成され、小学校５、６年生を対象に、モーターで自由自在に動く
ロボットを作ってみます。（全３回のうちの２回）

11月13日,23日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ①
まちなか大学講座「聞き上手にな
るためのコミュニケーションのスス
メ」

全５回で構成され、コミュニケーションに関するテーマにより講座を行いま
す。(全５回のうちの１回）

11月21日
長岡市地域交流セ
ンターまちなかキャ
ンパス長岡

まちなかキャンパス長岡運営
協議会

http://www..city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/machicam/

長岡市 ③ 長岡デザインフェア2011
「デザイン力で、守ろう、つくろう、楽しもう！」をテーマに、各種デザインの
展示紹介や市民参加型のイベントを実施します。

10月22日,23日 長岡造形大学
長岡デザインフェア2011実行
委員会

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/

長岡市 ③
第47回長岡市民音楽祭　「こども
たちの音楽」(仮称)

音楽の未来の担い手である子どもたちを主役に据えた音楽祭です。大人
やプロの演奏家、指揮者と共演します。

11月6日 長岡リリックホール 長岡市民音楽祭実行委員会 無料  長岡市役所生涯学習文化課0258-32-5110

長岡市 ③ 岩合光昭写真展　　どうぶつ家族
木村伊兵衛賞受賞の岩合光昭の写真展。厳しい環境のなかで生きる野
性どうぶつの姿など、写真およそ140点を展示。

10月8日～11月27日
長岡市　　　栃尾美
術館

長岡市教育委員会 http://www.ｌｉｂ.city.nagaoka.niigata.jp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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長岡市 ③
長岡ゆかりの詩人堀口大學生誕
１２０年展

詩人堀口大學の生涯・著作・業績を紹介し堀口大學再発見の機会とす
る。併せて中央図書館所蔵の堀口コレクションを紹介。

10月9日,10日
長岡市美術セン
ター

長岡市教育委員会 無料 http://www.ｌｉｂ.city.nagaoka.niigata.jp

長岡市 ③ 映画会 「ブーベの恋人」（１９６３年イタリア／フランス） 11月8日
長岡市立中央図書
館

長岡市立中央図書館 無料 http://www.ｌｉｂ.city.nagaoka.niigata.jp

長岡市 ③ 論語を読む会 『論語』を読み解きながら、人間の生き方や日本文化を学ぶ 11月2日
長岡市立中央図書
館

長岡市立中央図書館 無料 http://www.ｌｉｂ.city.nagaoka.niigata.jp

長岡市 ③ 「坂牧善辰と夏目漱石」
山古志地域出身で旧制長岡中学校の校長をつとめた坂牧善辰宛の夏目
漱石の書簡などや坂牧家文書を一般公開します。

10月18日～30日
長岡市立中央図書
館

長岡市立中央図書館文書資
料室

無料 電話0258-36-7832

長岡市 ③
借りぐらしのアリエッティ×種田陽
平展

映画美術監督、種田陽平がスタジオジブリ作品「借りぐらしのアリエッティ」
を立体巨大セットにし、映画美術の魅力を紹介します。

11月3日～平成24年
1月15日

新潟県立近代美術
館

新潟県立近代美術館　他 http://www.lalanet.gr.jp/kinbi/

長岡市 ③
新潟文化祭2011「伝統芸能の公
演」

「次世代へ継承する伝統芸能」をテーマに、出演者と観客が一体となるス
テージを開催します。

10月15日 長岡市立劇場 新潟県 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=819

長岡市 ①③ 第34回邦楽演奏会
新潟県邦楽連盟22団体が参加する、箏・三弦・尺八などの和楽器の演奏
会です。

11月20日 長岡リリックホール 新潟県邦楽連盟 http://niigata-bunka.com/event/?p=586

長岡市 ③ 岩合光昭写真展　どうぶつ家族
写真家岩合光昭の約40年間の足跡をたどりながら、厳しい環境のなかで
生きる野生動物の家族の姿をとらえた写真約150点を紹介します。.

10月8日～11月27日 長岡市栃尾美術館 長岡市栃尾美術館 http://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/museum/tenran.html

長岡市
①②
③

秋季企画展「にいがたの土偶－発
掘された新潟の歴史2011－」

個性豊かな新潟の縄文中期土偶と、平成22年度の県内の発掘調査の成
果を豊富な出土品と写真パネルで紹介します。

9月23日～11月20日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

長岡市 ①③
体験コーナー「縄文文様コロコロ
体験」

オーブン粘土で縄文土器のミニチュアを作り、縄目の文様を付けます。 9月23日～11月6日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html
別途常設展観覧
料が必要

長岡市 ①③ 講座「縄文時代の土偶のつくり」
新潟県内で発見されている縄文時代中期の出土品をモデルに土偶の作
り方を紹介し、作り方から土偶の意味を考えます。

10月22日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

長岡市 ③
伝統芸能　中越大震災復興7周年
祈念「獅子　大地に舞う」

震災発生から7年となる日に、久保神楽（長岡市山古志地区）、豊年獅子
舞（小千谷）など越後の獅子たちが大地を舞います。

10月23日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

長岡市 ①③
企画展記念講演会「バルカン半島
と日本の土偶」

イギリス・セインズベリー日本藝術研究所研究員の永瀬史人氏によるヨー
ロッパの土偶と日本の土偶に関する講演です。

10月30日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

長岡市 ①③ 体験「土偶をつくろう」
縄文時代中期の出土品をモデルに、紙粘土で土偶をつくり、土偶にどん
なイメージを付与したかを、ディスカッションしながら考えます。

11月5日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

長岡市 ①③
体験コーナー「コースターを作ろ
う」

縄文時代の布の「アンギン」を編むアンギン台でコースターを作ります。 11月12日～12月4日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html
別途常設展観覧
料が必要

長岡市 ①③
市町村遺跡報告会ｰ土偶がたくさ
ん出土した遺跡－

土偶のたくさん出土した7遺跡について、調査にかかわっている研究者か
ら、豊富な調査写真をまじえて紹介していただきます。

11月13日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

長岡市 ①③ 縄文時代の謎の土製品
三角柱状土製品について、その分布と主要遺跡を紹介すると共に、そこ
からみえる縄文社会の一端を語ります。

11月19日
新潟県立歴史博物
館

新潟県立歴史博物館 無料 http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

長岡市 ①④
公開講座「再生可能エネルギー利
用推進に向けた軽量小型垂直軸
風車の研究開発」

今後ますます重要になると考えられる再生可能エネルギーシステムのう
ち、風力発電に関して先端技術を含め解説します。

10月29日 長岡市中央公民館 長岡技術科学大学 http://www.nagaokaut.ac.jp/j/annai/koukaikouza.html

長岡市 ④
電気学会東京支部新潟支所研究
発表会

一般会員等による「電気関係一般」に関する研究発表会です。 11月23日 長岡技術科学大学
社団法人 電気学会東京支部
新潟支所

長岡技術科学大学電気系内
電気学会東京支部新潟支所　幹事　宮崎　敏昌
E-mail:miyazaki@vos.nagaokaut.ac.jp

三条市 ①③ 第7回　三条市美術展
日本画、洋画、彫刻、工芸、書道、写真の6部門からなる総合美術展で
す。.

10月29日～11月2日
三条市体育文化セ
ンター

三条市 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=1200

三条市 ①③ 第7回三条市音楽祭
三条市内で音楽に親しむ皆さんが、合唱、ロック・ポピュラー、器楽、フ
リーの４部門に分かれて、多彩な演奏をします。.

11月3日,6日,13日,20
日

三条市中央公民館
三条市生涯学習課文化振興
係

無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=1310

三条市 ③
下田文化祭
《作品展示会》

公民館主催の教育講座受講生及び地区住民の作品を展示します。 11月2日,3日 下田体育館
下田公民館
三条市文化団体協会下田支
部

無料 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/shitadac/index.html

三条市 ③
下田文化祭
《芸能発表会》

地区住民の芸能発表の場として開催します。 11月23日 ウエルネス下田
下田公民館
三条市文化団体協会下田支

無料 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/shitadac/index.html

三条市 ③ 三条東公民館文化祭
公民館主催の教育講座受講生及び地区住民の作品の展示と芸能の発
表会及び秋のミニコンサートを開催します。

11月12日,13日
三条市三条東公民
館

三条市三条東公民館 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/higashic/index.htm

三条市 ① 第２回古本リサイクル大会 図書館の除籍資料を市民のみなさまに提供いたします。 10月29日 三条市立図書館 三条市立図書館 無料
http://lib.city.sanjo.niigata.jp/
三条市立図書館
0256-32-0657

三条市 ①
おはなしパレット秋のおはなしぴょ
んぴょん

大型絵本や紙芝居、手遊びなどのおはなし会です。 11月5日 三条市立図書館 三条市立図書館 無料
http://lib.city.sanjo.niigata.jp/
三条市立図書館
0256-32-0657

三条市 ① 家族でにっこりおはなし会
赤ちゃんから小学校低学年向けの絵本の読み聞かせ、親子ふれあい遊
びなどのおはなし会です。

11月6日 三条市立図書館 三条市立図書館 無料
http://lib.city.sanjo.niigata.jp/
三条市立図書館
0256-32-0657

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三条市 ①
中川ひろたか親子で楽しむジャズ
コンサート

親子でたのしめるジャズコンサート。絵本の読み聞かせも行います。 11月20日 下田公民館 三条市立図書館 無料
http://lib.city.sanjo.niigata.jp/
三条市立図書館
0256-32-0658

三条市 ③ 第7回三条市美術展
市民から「日本画」「洋画」「書道」などの６部門を公募し、展示します。優
秀作品には、市展賞はじめとする各賞が贈られます。

10月29日～11月2日
三条市体育文化セ
ンター

三条市 無料 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/page00291.html

三条市 ③ 第7回三条市音楽祭
「合唱」「ロック・ポピュラー」「器楽」「フリー」の４部門で出演者を公募し、
市内音楽団体・愛好者の活動を推進し、市民に広く発表と音楽鑑賞の機
会を提供する。

11月3日,6日,13日,20
日

三条市中央公民館 三条市 無料 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/page00293.html

三条市 ③ 大崎地区文化祭
公民館主催の教養講座受講生と一般募集の作品と、地域の遺跡や文化
財についての展示を行います。

11月5日,6日 三条市大崎公民館 三条市大崎公民館 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/ohsakic/index.html

三条市 ③ 保内地区文化祭 公民館主催の教養講座受講生の作品や地域住民の作品を展示します。 11月12日,13日
三条市大崎公民館
保内分館

三条市大崎公民館保内分館 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/honaic/index.html

三条市 ③ 井栗地区作品展 公民館主催の教育講座受講生及び地区住民の作品を展示します。 11月5日,6日 三条市井栗公民館 三条市井栗公民館 無料 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/iguric/event00052.html

三条市 ③ 嵐南公民館文化祭 公民館主催の教育講座受講生及び地区住民の作品を展示します。 10月29日,30日 三条市嵐南公民館 三条市嵐南公民館 無料 http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/rannanc/index.html

三条市 ③ 齋藤シン（※）遺作展
当市出身の画家 齋藤シン（※）の、地元では初めてとなる作品展です。油
彩画から墨画まで、幅広く展示いたします。

10月8日～30日
三条市歴史民俗産
業資料館

三条市歴史民俗産業資料館 無料
http://www.city.sanjo.niigata.jp/rekimin
電話0256-33-4446

※作家の名「シ
ン」は、「鬼」に
「申」という字を書

三条市 ③ 本成寺地区作品展
公民館講座・サークルの受講生および地区住民による創作作品を発表し
ます。また、工作コーナーを設置し、茶道教室生徒によるお茶席や、「作
品展クイズ」を開催します。

11月3日～5日
三条市
本成寺
公民館

三条市
本成寺
公民館

三条市  本成寺公民館
http://www.city.sanjo.niigata.jp/shougaigakushu/honjoujic/index.
html

三条市 ③
燕三条ものづくりの心に出会うま
ちあるき

地元の職人や料理人などの市民ガイドによるまちあるきのイベント。地域
のものづくりをテーマに、町工場や老舗店舗などを巡り、歴史、文化、食な
どに触れるとともに、人との交流を促進するもの。

9月25日～11月26日 燕三条地域 三条まちあるき連絡協議会 http://www.tsubasan-aruki.jp/

柏崎市 ① 秋の子どもお楽しみ会
秋の読書週間行事の一環で、主に幼児を対象に読み聞かせや紙芝居な
ど読書活動推進行事を開催します。

10月29日 柏崎市立図書館 柏崎市立図書館 無料 http://lib.city.kashiwazaki.niigata.jp

柏崎市 ③
マナビィステージinかしわざき２０１
１

柏崎公民館や地区コミュニティセンターなどで舞踊や合唱などの生涯学
習活動に取り組んでいる団体の皆様から出演していただき、日ごろの成
果を披露する「市民芸能発表会」です。

11月12日,13日 柏崎市市民プラザ マナビィステージ実行委員会 無料
マナビィステージ実行委員会事務局（柏崎公民館）
0257-20-7501

柏崎市 ④
青少年のための科学の祭典柏崎
刈羽大会

科学実験等の体験 11月19日（予定） 新潟工科大学
柏崎市教育センター、柏崎市
教育委員会、新潟工科大学

無料

新発田市 ③ 藩主の庭の紅葉ライトアップ（仮）
文化の日にあわせて紅葉の隠れた名所、清水園を夜間解放（17:30～
19:30）します。

11月3日,5日,6日,12
日,13日,19日,20日

清水園庭園内 清水園 http://niigata-bunka.com/event/?p=464

新発田市 ①③
第14回全国「花嫁人形」合唱コン
クール

新発田市出身の挿絵画家・蕗谷虹児が作詩した「花嫁人形」を課題曲と
した全国合唱コンクールです。.

10月16日
新発田市民文化会
館

全国「花嫁人形」合唱コン
クール実行委員会

無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=1309

新発田市 ①③ 紫雲寺地区文化祭
日本画・洋画・写真・書道・生け花・盆栽・手工芸・木工品・押し花・リース・
陶芸・七宝焼・絵手紙など公募し、展示します。.

10月29日,30日 紫雲寺地区公民館 紫雲寺地区公民館 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=1199

新発田市 ①③ 第37回豊浦地区文化・芸能祭
豊浦地区公民館を活動拠点としているサークル等の生涯学習活動の成
果を発表する会です。

11月12日,13日
新発田市豊浦地区
公民館・豊浦体育
センター

新発田市豊浦地区公民館 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=412

新発田市 ③
マイタウン・コンサート鯨岡徹「尺
八コンサート」

富山県出身、新潟市に在住の鯨岡徹「尺八コンサート」を開催します。. 11月20日
新発田市生涯学習
センター

新発田市生涯学習センター http://niigata-bunka.com/event/?p=261

小千谷市 ①③
新潟県華道連盟　中越地区展（小
千谷会場）

新潟県華道連盟に加入する中越地区の会員を中心とする諸流いけばな
展です。

10月28日～31日
小千谷市総合産業
会館サンプラザ

新潟県華道連盟 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=582

小千谷市 ③ 第47回国際錦鯉品評会
錦鯉の祭典として、全国の錦鯉愛好家が丹精こめて育成した愛鯉を一堂
に集め、その美を競い、飼育鑑賞の成果を称えるとともに広く展覧に供
し、愛好家の指導と錦鯉の普及を図るために開催します。

11月11日～13日
小千谷市総合体育
館ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

社団法人　全日本愛鱗会 http://www.zna.jp 観覧は無料

加茂市 ①③ 第36回市民音楽祭 バレエ・ダンス・器楽・合唱・吹奏楽等の団体及び個人の発表会です。. 11月6日 加茂文化会館 加茂文化会館 無料 http://www.city.kamo.niigata.jp/section/bunka/

十日町市 ①
みんなで掘る
「笹山遺跡」

国宝「火焔型土器」が出土した笹山遺跡を国民みんなに親しんでもらうた
めの発掘調査です。

10月22日,29日
11月5日

十日町市
中条

十日町市博物館 無料 025-757-5531
天候等により中
止する場合あり

十日町市 ① みんなで掘る「笹山遺跡」見学会 上記行事の調査見学会です。 10月21日,28日
十日町市
中条

十日町市博物館 無料 025-757-5531
天候等により中
止する場合あり

十日町市 ① 秋の企画展 最新の「発掘調査」成果を展示します。 11月～12月
十日町市
西本町１

十日町市博物館 無料 025-757-5531 開催期間未定

十日町市 ① 故児玉輝彦画伯没後20周年記念
作品展

十日町市名誉市民　故児玉輝彦画伯の没後20周年を記念して作品を展
示します。

9月28日,29日
十日町市千手コミュ
ニティーセンター

十日町市博物館 無料 025-757-5531

見附市 ② 「見附　子育て　教育の日」

見附の明日を担う「健やかな子ども」を育てることについて、家庭、地域、
教育行政が協力体制を整え教育の質の向上を図ることについて考える一
日とします。当日は市内全小・中・特別支援学校の授業を公開とし、主会
場の見附市文化ホールでは、各学校の特色ある取り組みの発表等を行

11月13日
見附市　　　文化
ホール

見附市教育委員会　　　見附
市校長会

無料 http://www.mitsuke-ngt.ed.jp/mt/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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村上市 ①③ 第４回村上市美術展覧会
芸術活動愛好者の日ごろの学習成果を一堂に展示し、創作意欲の高揚
を図るとともに、市民に芸術鑑賞の機会を提供します。

11月3日～5日 村上体育館 村上市・同教委・市美術協会 無料 0254-72-6888

妙高市 ③ 妙高芸術祭

３つの展覧会を同時開催します。
・四季彩芸術展
　妙高山とその裾野に広がる周辺風景、伝統行事など、妙高の四季を題
材とした全国公募の絵画、写真の作品展。（初日10月26日の10時から12
時まで東京藝術大学講師による作品講評会を開催）
・妙高市美術展覧会
　妙高市、上越市で芸術活動をしている皆さんの美術作品展（日本画、洋
画・版画・デザイン、墨画、書道、写真、彫塑・工芸）
・妙高市ジュニア芸術展
　妙高市の子どもたちの絵画、書道の作品展

10月29日～11月6日

・妙高高原メッセ
（四季彩芸術展）
・妙高市新井ふれ
あい会館（妙高市
美術展覧会）
・妙高市文化ホー
ル（妙高市ジュニア
芸術展）

妙高市、妙高市教育委員会 無料

http://www.city.myoko.niigata.jp/guide_city/kanko/sikisai/in
dex.html

妙高芸術祭実行委員会事務局
TEL：0255-74-0035

妙高市 ③
東京藝術大学＆Myokoウインド
オーケストラコンサート

東京藝術大学の教授及び学生により指導を受けている市内3中学校の吹
奏楽部による成果発表コンサート。特別ゲストによる演奏や、東京藝大管
楽器専攻生による吹奏楽ステージもあり、吹奏楽の魅力が満載のコン
サートです。

11月26日
・妙高市文化ホー
ル

妙高市、妙高市教育委員会 無料
新井文化振興事業団（妙高市文化ホール）
TEL：0255-74-9411

妙高市 ①③ 妙高芸術祭
妙高の魅力をモチーフに全国から作品を募る四季彩展や、地域住民の芸
術作品を発表する市展とジュニア展を開催します。.

10月29日～11月6日
妙高高原メッセ、妙
高市文化ホール、
新井ふれあい会館

妙高市教育委員会 無料 http://www.city.myoko.niigata.jp/index.html

五泉市 ①③ 五泉市美術展覧会・文化展
日頃の創作活動を発表する展覧会・文化展です。（日本画、書道、洋画・
版画、彫刻、写真、工芸、文芸）

11月3日～6日
五泉市さくらんど会
館、五泉市総合会

五泉市教育委員会 無料 http://www.city.gosen.lg.jp/

五泉市 ① やさしい環境講座
北野大先生を講師に迎え，やさしく，楽しく，「環境」について教えていただ
く講座です。

11月6日
五泉市総合会館中
ホール

五泉市五泉公衆衛生協会 無料
五泉市役所環境保全課
電話0250-43-3911

往復はがきによる
申込が必要

五泉市 ①③ 五泉市美術展覧会・文化展
市民に美術作品の発表と鑑賞の機会を提供し、創作活動の普及と振興
を図る展覧会です。

11月3日～6日
五泉市総合会館，
五泉市さくらんど会

五泉市教育委員会 無料 http://www.city.gosen.lg.jp

上越市 ②③ 新潟県高等学校総合文化祭
新潟県内高校生の文化活動の成果を発表する場を提供し、高校教育の
場における文化活動の充実を図ります。

11月2日 上越文化会館 新潟県高等学校文化連盟 http://kobunren.jp/

上越市 ③
原三渓と小林古径～三渓園所蔵
品展

三溪園が所蔵する美術品を中心に展示し、小林古径を育てた原三溪との
つながりを紹介します。.

9月17日～10月30日
小林古径記念美術
館・小林古径邸

小林古径記念美術館 http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/kokei/

上越市 ③
装幀挿画で楽しむ未明童話の世
界

本展では、童画家たちによる挿絵、画家や装幀家たちによる装幀を通じ
て、子どものくらしを彩った未明童話を紹介します。

10月1日～11月6日
小川未明文学館市
民ギャラリー

小川未明文学館 無料 http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/mimei-bungakukan/

上越市 ③ 越後・謙信ＳＡＫＥまつり2011
上越地域で製造される日本酒、ワイン、どぶろく、地ビール等のSAKEが
一堂に会すイベントです。.

10月22日,23日 上越市本町商店街
越後・謙信ＳＡＫＥまつり実行
委員会

無料 http://www.kenshinsake.com/

上越市 ①③ 第41回上越市民芸能祭
上越市内の民謡・郷土芸能・謡曲・仕舞・詩吟・剣舞・三曲・日舞の団体
が、伝統芸能等を披露します。.

10月23日,30日
上越文化会館、ほ
か

上越市 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=402#more-402

上越市 ③
演劇公演　エレジー　父の夢は舞
う

全国の地方公共団体が連携し制作された作品。1983年に上演されて
数々の賞に輝いた伝説の舞台をオリジナル台本で蘇らせます。.

10月31日 上越文化会館 上越文化会館 http://www.joetsu-bunkakaikan.com/

上越市
①③
④

探検！むかしのくらし
まだ電気製品が少なかった当時の道具から、人々の知恵や工夫を学び、
いまのくらしとの違いにも目を向けます。.

11月12日～平成24
年3月11日

上越市総合博物館 上越市総合博物館 http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/museum-h22-kikaku3.html

上越市 ③
市民創作劇「高田瞽女唄芝居－
瞽女待つ山里－」

高田瞽女が旧東頸城のとある瞽女宿を訪れる1日を舞台に、村人達との
強い絆と人間模様を描く市民創作劇です。

11月12日,13日 上越文化会館 上越文化会館 http://www.joetsu-bunkakaikan.com/

上越市 ①③ 柿崎地区文化祭 区内の文化芸能団体の作品展示、芸能発表会を行います。 11月2日,3日 柿崎地区公民館 柿崎文化協会 無料 当日責任者：飯村　雅洋　　025-536-2629

上越市 ② 第40回小・中合同音楽祭
市内小・中学校７９校が、音楽教育の成果を発表します。３日間、６ステー
ジが予定され、合唱や合奏をとおし児童生徒の親善が図られています。

11月8日～10日 上越文化会館 上越市音楽教育研究会 無料 上越市音楽教育研究会
後援：上越市教
育委員会

上越市 ①
市政講座
(第4回目)

新幹線開通後の、新しいまちづくりとこれからの方向性について学びま
す。

11月2日
直江津津学びの交
流館

公民館 無料
公民館
025-543-7188

上越市 ①② 清里区秋の文化祭
清里小学校文化祭、清里中学校文化祭、清里区生涯学習フェスティバル
による合同開催です。
保・小・中学校・一般による文化活動の発表・展示等を行います。

10月30日
清里小学校清里中
学校

清里区生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

無料
清里区総合事務所　教育文化グループ
TEL025-528-3111（232）

上越市 ③ 今川裕代ピアノリサイタル
ドイツとオーストラリアで研鑽を積み、ヨーロッパ各地の演奏会で絶賛を浴
びた今川裕代がベートーヴェン三大ピアノソナタを弾きます。

11月6日 はーとぴあ中郷 上越市
はーとぴあ中郷　ＴＥＬ　0255-74-2338
上越文化会館　ＴＥＬ　025-522-8800

14：30開場
15：00開演

上越市 ①③ 中郷区生涯学習フェスティバル
中郷区内の芸術文化団体等の作品を展示するほか、音楽芸能祭を開催
します。

11月19日,20日 はーとぴあ中郷
中郷区作品展実行委員会、
中郷区芸能発表実行委員会

無料 はーとぴあ中郷　ＴＥＬ　0255-74-2338

上越市 ①
直江津学びの交流館開館１周年
記念フェスティバル

当館利用団体の演奏会、作品展、講演会、リサイクルブック市を行いま
す。

10月1日～31日
直江津学びの交流
館

直江津学びの交流館 無料 直江津学びの交流館　025-543-2859

上越市 ① いたくら芸能まつり 生涯学習団体の活動発表会を行います。 11月5日
板倉農村環境改善
センター

いたくら芸能まつり実行委員
会

無料
板倉区総合事務所　教育・文化グループ
0255-78-2141（内線131）

上越市 ③
高田歴史回廊2011
-ふるきをたずねて新しきを知る‐

明治後期から大正期にかけての、高田の街の移り変わりを、写真パネル
を用いながら様々な角度から紹介します。

10月7日～平成24年
4月30日

上越市高田中心市
街地周辺

上越市 無料 http://www.city.joetsu.niigata.jp/
高田城三重櫓の
み有料

上越市 ③ 今川裕代ピアノリサイタル
ドイツとオーストリアで研鑽を積み、ヨーロッパ各地の演奏会で絶賛を浴び
た、今川裕代氏のピアノリサイタルです。 11月6日 はーとぴあ中郷 上越市 http://www.joetsu-bunkakaikan.com/index.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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上越市 ③
第４０回上越市民芸能祭「謡曲・
仕舞・詩吟・剣舞・三曲・日舞のつ
どい」

上越市内の謡曲・仕舞・詩吟・剣舞・三曲・日舞の団体が、日本の伝統芸
能を披露します。

10月30日
リージョンプラザ上
越

上越市民芸能祭「謡曲・仕
舞・詩吟・剣舞・三曲・日舞の
つどい」実行委員会、上越市

無料 http://portal.jorne.jp/event/

上越市 ③ 越後上越・謙信公と春日山城展
謙信公や春日山城を中心に、越後上越の地で繰り広げられた戦国時代
の歴史を現代に伝える企画展です。

3月18日～11月27日
埋蔵文化財セン
ター

謙信公の郷振興協議会事務
局

http://www.city.joetsu.niigata.jp/site/kanko/kankou-kenshinexpo.html

上越市 ③ 林富永邸公開 市指定文化財である林富永邸を公開します。 11月4日～6日 林富永邸 林富永邸保存会 三和区総合事務所内

上越市 ④
上越科学館
標本作品展

市内小中学生の植物・昆虫・その他の標本を展示します。優秀作品は表
彰します。

9月23日～10月2日 上越科学館 上越科学館 http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/gakusyu/sisetu-region-jyoetsukagakukan.html

上越市 ④ ブナ林探検教室 信越トレイル周辺のブナ林を観察しながら踏破します。 10月10日
信越トレイル（板倉
～牧）

上越科学館 http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/gakusyu/sisetu-region-jyoetsukagakukan.html

上越市 ④
青少年のための科学の祭典
新潟県上越大会

上越地域の理科関係者が一堂に集まり、さまざまな実験や工作などをと
おして科学を体験していただくイベントです。

11月26日,27日 上越科学館 上越科学館 無料 http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/gakusyu/sisetu-region-jyoetsukagakukan.html

上越市
①②
③

大島区生涯学習フェスティバル
大島区内の芸術文化団体等の作品を展示するほか、音楽祭を開催しま
す。

10月29日,30日 大島多目的ホール
大島区生涯学習フェスティバ
ル実行委員会

無料
大島区総合事務所　教育・文化グループ
025-594-3101

上越市
①②
③

牧文化展
区内の地域住民や保育園・学校・文化芸能団体等の作品展示を行いま
す。

11月1日～3日 牧体育館 上越市 無料 牧区教育・文化グループ　０２５－５３３－５１４１（内線232）

上越市 ③
企画展
稲わらと人々の生活（仮称）

「わら細工」をはじめとする「わら」に関わる道具の展示や地域で行われて
きた「わら」を使った伝統行事等を紹介します。

10月１日～11月27日 牧歴史民俗資料館 上越市 牧歴史民俗資料館　０２５－533-5117

上越市 ① 名立区芸術文化フェスティバル
区内芸術文化団体・サークル等の作品展示及びステージ発表会を行いま
す。

11月5日,6日
名立北及び不動地
域生涯学習セン
ター

上越市 無料
名立区教育・文化グループ
025-537-2126
nadachi-kyouiku.bunka.g@city.joetsu.lg.jp

上越市 ①③ くびき文化祭
区内の文化芸能団体の作品展や芸能発表会、学習成果発表会を行いま
す。

11月3日～6日

(11/3～11/6)
ユートピアくびき希
望館
(11/4)
頸城中学校武道場

くびき文化祭実行委員会 無料
頸城区教育文化グループ
025-530-2360　(内線703)

上越市 ④
上越市教育コラボ2011

市民ぐるみで教育の振興を図るため、市民団体との連携で、体験、講演
会、ワークショップなどを行い、上越市の教育の取組を紹介します。また、
教育関係者向けの上越カリキュラム等の教育実践研究の発表、パネル
ディスカッションなどを行います。

11月12日
リージョンプラザ上
越、上越科学館、教
育プラザほか

上越市教育委員会 無料  教育総務課（025-545-9243）

上越市
①②
③

文化講演会
演題「地域貢献のノウハウ－地域には必ず“宝”がある－」
講師　ダニエル・カール　氏（芸能人）

11月23日
上越教育大学
（新潟県上越市山
屋敷町1）

上越教育大学・上越市 無料 http://www.juen.ac.jp/

上越市
①②
③④

上越市教育コラボ２０１１

教育委員会，大学，民間等で実施している教育活動を広く市民に紹介す
るとともに，学校・家庭・地域がともに学校づくりを進める機運を盛り上げ，
上越市らしいコミュニティ・スクールづくりを推進し新たな地域づくりを提案
する。

11月12日

リージョンプラザ上
越（新潟県上越市
下門前446-2），教
育プラザ（新潟県上
越市下門前586）

上越市教育委員会，上越教
育大学，日本教育新聞社

無料 http://www.juen.ac.jp/

上越市 ①②
上越教育大学・新潟県立看護大
学連携公開講座

講座名「人を勇気づけ安らぎを与えるコミュニケーションとは－医療現場
における研究成果から－」
講師　サンドラ・サンチェス教授
　　　　（テキサス大学サンアントニオ校
　　　　　ヘルスサイエンスセンター）

11月20日

新潟県立看護大学
（新潟県上越市新
南町240）

上越教育大学・新潟県立看
護大学

無料 http://www.juen.ac.jp/

上越市
①②
④

公開講座
講座名「遺伝子DNAを探る」
講師　五百川　裕　准教授

10月25日
11月1日,8日,15日

上越教育大学
（新潟県上越市山
屋敷町1）

上越教育大学 http://www.juen.ac.jp/

上越市 ①② 公開講座
講座名「体操教室Ⅱ」
講師　周東　和好　准教授

10月23日,11月3日,6
日,20日,23日,27日

上越教育大学
（新潟県上越市山
屋敷町1）

上越教育大学 http://www.juen.ac.jp/

上越市 ②
中学校の大学訪問見学プログラ
ム

糸魚川市内中学生に，主体的に学ぶ学生の姿を見学する機会を提供し，
中学生の進路に対する意識を高め，夢や希望を持って意欲的に学習に
取り組もうとする態度を育成する。
対象：糸魚川市内中学校１年生

10月19日,11月14日
上越教育大学
（新潟県上越市山
屋敷町1）

上越教育大学・糸魚川市 無料 http://www.juen.ac.jp/

上越市 ②
平成23年度30周年記念ポプラ祭
（文化祭）

作品展示 10月23日
上越教育大学附属
小学校（新潟県上
越市西城町1-7-1）

上越教育大学附属小学校 無料 025-523-3610

上越市 ②
開校30周年記念
桜城文化祭

生徒が授業で作製した作品を展示する。伝統行事の一つである合唱コン
クールや各種イベントも行われる。

11月3日
上越教育大学附属
中学校（新潟県上
越市本城町6-2）

上越教育大学附属中学校 無料 025-523-5313

佐渡市 ③ 世界遺産講演会 平泉町の担当者が平泉の世界遺産登録の取組等について講演します。 11月19日
アミューズメント佐
渡

新潟県教育委員会
佐渡市

無料 http://www.pref.niigata.lg.jp/bunkagyosei/

南魚沼市 ①③
第25回記念　魚沼吹奏楽団定期
演奏会

魚沼吹奏楽団の25回目の記念公演です。 11月20日 南魚沼市民会館 南魚沼市民会館 http://www.6bun.jp/Kaikan/

南魚沼市 ② 魚沼シンポジウム
保健衛生専門学院の同窓生，在学生及び教職員の研究成果の発表を行
います。

10月22日
北里大学保健衛生
専門学院

北里大学保健衛生専門学院
学術委員会

無料 025-779-4511

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



第５３回「教育・文化週間」関連行事

新潟県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

胎内市 ③ 胎内市美術展覧会 市民の絵画、書道、工芸、写真等の創作作品を展示します。 11月3日～6日 胎内市中条体育館 胎内市教育委員会 無料
生涯学習課　社会教育係
℡0254-47-3409

胎内市 ③ ジュニア美術展覧会 市民の小・中学校、幼・保育園の絵画、習字等の創作作品を展示します。 11月3日～6日 胎内市中条体育館 胎内市教育委員会 無料
生涯学習課　社会教育係
℡0254-47-3409

胎内市 ① 生涯学習フェスティバル 自主グループ並びに公民館事業での活動成果を総合的に発表します。
10月16日～11月30

日
産業文化会館 胎内市教育委員会 無料

生涯学習課　社会教育係
℡0254-47-3409

阿賀町 ①③ 第3回奥阿賀・田んぼ夢舞台祭り
阿賀町の自然豊かな田んぼに舞台が出現！音楽や舞踊を中心とした地
元の伝統芸能と県内外の人びとで賑わうお祭りです。

10月15日
ＪＲ豊実駅前、阿賀
町豊美の田んぼ周
辺

田んぼ夢舞台祭り実行委員
会

無料 http://www.cosmoyume.com/

湯沢町 ① 湯沢町総合文化祭
各種文化講座及びサークルの作品発表を行います。作品展覧会、各種
体験教室、文化系サークル・講座発表会、芸能発表会です。

11月3日～6日,13日 湯沢町公民館 湯沢町 無料 http://www.town.yuzawa.niigata.jp 湯沢町公民館　025‐784-2460

湯沢町 ①③ 施設の無料公開 文化の日に来館者全員に対し入場無料公開を行います。 11月3日
歴史民俗資料館
「雪国館」

湯沢町 無料
http://www.town.yuzawa.niigata.jp/
湯沢町歴史民俗資料館         025-784-3965

湯沢町 ①③ 体験学習
ヘンプブレスレット(アクセサリー）作り体験を行います。午前10時～正午・
午後1時～3時（1日2回行います）

11月3日
歴史民俗資料館
「雪国館」

湯沢町
http://www.town.yuzawa.niigata.jp湯沢町歴史民俗資料館
025-784-3965

刈羽村 ①③ 刈羽村文化祭
村民及び刈羽村文化協会の日頃の活動の成果を発表します。健康展・
環境展・農協まつりも同時開催します。

11月5日,6日
刈羽村生涯学習セ
ンター

刈羽村生涯学習センター 無料 http://niigata-bunka.com/event/?p=1169

刈羽村 ①③ 刈羽村文化祭
生花、絵画、盆栽、写真、俳句、書、短歌等の作品を展示します。また6日
には「芸能発表会」を開催します。

11月5日,6日
刈羽村生涯学習セ
ンター「ラピカ」

(財)刈羽村生涯学習振興公
社

無料
http://www.rapika.or.jp/
(財)刈羽村生涯学習振興公社
0257-20-3100

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


